
　　 応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

05030-  865011

(1)7時30分～16時00分

正社員以外 140,400円～
140,400円

不問

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市清水５－３－１ 雇用期間の定めなし

不問

パソコンワープロ可
月給

雇用・労災・
健康・厚生 パソコン表計算可

59歳以下
(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ

【週間求人情報は、次の場所でも配布しています】

大館市北地区コミュニティセンター本館、 大館市役所

比内・田代各総合支所、大館中央公民館、 ハチ公プラザ、

北部男女共同参画センター、 あきた就職活動支援センター

いとく大館ショッピングセンター、いとく片山店

　　　以 下 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。

※ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんのでご注意ください。

※ 応募希望の際には、『ハローワーク』にお問い合わせのうえ、『紹介状』の交付を受けてください。

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

04010-10840711

04010-10814111

(1)8時00分～17時00分

定年を上限 249,400円～
490,620円

定年を上限正社員 342,560円～
556,855円

13

株式会社　オンサイト 現場監督（空調・衛生
設備分野）

マンション・商業施設・工場等様々な現場で
の空調・衛生設備施工管理を行っていただく
仕事です。
多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にど
うぞ。
※ブランクがある方も歓迎します！
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考

1人

12

株式会社　オンサイト 工事管理補助（土木分
野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事での進捗管理における補助業務を
行っていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全管理・ミーティング
※配属現場は経験やスキル、本人の希望を考
慮致します。

1人
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

正社員

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　
第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

11

株式会社　しまむら 販売員 ◆レジ、品出し、販売管理（在庫管理、一部
商品の受発注業務等）などの業務に従事しま
す
◆受発注業務は主に本社との対応
◆検収業務（入荷した段ボールなどの整理等
の作業も有ります）
◎就業時間は（１）と（２）の交替勤務とな
りますので、どちらの　時間帯にも対応でき

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員以外 125,960円～
154,100円

05030-  867611

(1)9時45分～19時15分

(2)9時45分～13時15分

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

10

協和牛乳輸送　株式会社 牛乳・乳製品の仕分け ◎冷蔵倉庫内（３℃）において、約２００種
類の製品の仕分け作業に従事していただきま
す（ケースに入ったパック製品の仕分けで
す）
＊その他、ハンディーパソコン（簡単な操作
です）を使用しての在庫調べ等あります
＊休憩場所は別途あり
＊７人１グループの体制で仕分けを行います

2人

9

有限会社ファッション　アイ アイロン仕上・縫製工 ◆婦人スーツ、ワンピース、コートのアイロ
ン仕上げ・縫製作業に従事します
◎作業形態は流れ作業です
※パート（短時間勤務）での申し込みも可
（就業時間等は相談に応じます）
※試用期間３ヶ月（その間、賃金等同条件）
（経験の無い方も大歓迎）

1人
秋田県大館市池内字上野１４５－７ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市岩瀬字上軽石野３９－１４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

就業場所

定年を上限 134,244円～
134,244円

(1)8時10分～17時00分

05030-  887811

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 月給

秋田県大館市字観音堂７３７ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

64歳以下 日給

8

株式会社　宮崎ドライ 店舗受付係（大館市） ◆店舗内において、クリーニング品の受付業
務に従事していただきます
◎お客様からお持込みいただいたクリーニン
グ品をお預かりして、仕上がった商品をお渡
しすることが主な業務です
◎レジ精算、品物点検、タグ付け、店内清掃
等
※試用期間１ヶ月（その間、時給＠８５０

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 160,000円～
170,000円

05030-  885111

(1)10時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～16時00分

定年を上限正社員 200,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

05030-  884911

(2)8時00分～13時00分

7

株式会社　宮崎ドライ 事務（総合職） ◎売上計算
◎給与計算
◎銀行用務
◎各種手続き等
※事務が主体となりますが、店舗受付・工場
内作業も行っていただく場合があります

1人

6

ＡＩＡ環境科学有限会社　大館営業所 一般事務・庶務 ◆一般事務及び庶務全般の業務に従事してい
ただきます
◎伝票作成・帳簿整理・勤怠管理（出勤簿）
等
◎売上・採算など社内資料のデータ入力
◎電話・来客応対
※ワード・エクセルの操作作業あります
◎無料で利用出来る、保育施設（０～２歳

1人
秋田県大館市釈迦内字二ツ森３１－２ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字観音堂７３７ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

44歳以下 日給

秋田県大館市比内町扇田字本道端５－１ 雇用期間の定めなし

キャリア形成

パソコンワープロ可
59歳以下 日給

パソコン表計算可

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 145,240円～
159,280円

05030-  883611

5

秋田丸善繊維　株式会社 保全係【トライアル併
用求人】

◆当社において下記業務に従事していただき
ます
◎ミシンのメンテナンス及び調整
◎縫製現場の生産工程管理
・時間測定
・工程分析
・動作分析
・製品の品質管理及びミシンの配置等

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 139,536円～
180,144円

05030-  881011

(1)8時00分～17時00分

(1)13時30分～21時30分

定年を上限

59歳以下

不問正社員以外 218,940円～
218,940円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

05030-  879811

05030-  875611

日給

4

ヤマト運輸（株）大館センター アンカーキャスト【配
達専門契約社員】

●担当エリア（大館市）において主に荷物の
配達業務に従事していただきます。　
・使用車両（社有車：ＡＴ車）は、２ｔト
ラック、バン、軽車両を使用します。
・専用端末を使用しての入力があります。
（操作は簡単です）
・その他、附随する作業
＊ノルマ、営業活動はありません

2人

3

秋田丸善繊維　株式会社 ＣＡＤ補助員【トライ
アル併用求人】

◆ＣＡＤパソコンを使用してのサンプルパ
ターン展開
◆パターンデータの出力及び切り出し作業他
【トライアル雇用併用求人】
トライアル雇用とは、３ヶ月間の試行雇用期
間を経て、その後の常用雇用を見込んだ制度
です。
詳細はハローワーク窓口でご確認下さい

1人
秋田県大館市比内町扇田字本道端５－１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市池内字田中２８０番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

136,858円～
151,200円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

給付

雇用期間の定めなし

キャリア形成
給付

就業場所 秋田県大館市

～2月25日受付分）

2

秋田丸善繊維　株式会社 裁断・延反・ＣＡＭ
【トライアル併用求
人】

◆ＣＡＭコンピューターを操作して、自動機
による生地の裁断業務
◆専用の機械を使用しての反物の検査、延反
作業の業務他
※布地の詳細な色の判断が必要となりますの
で、それに対応できる方
【トライアル雇用併用求人】
トライアル雇用とは、３ヶ月間の試行雇用期

1人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

1

山二環境機材株式会社 営業職

136,858円～
151,200円

05030-  874311

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３番地
２５３

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(1)8時00分～17時00分

○上下・簡易水道、農業、工業用水、各種プ
ラント資材、建築設備・空調・厨房機器・省
エネルギー資材、再生可能エネルギーシステ
ム、土木資材、暗準、標識、高欄、防雪柵等
・上記に関わる付帯工事・各種推進工事
上記に関する資材販売営業
官公庁、設計コンサルへの設計折込、提案営
業

1人

05010- 4160211

雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下 日給

秋田県大館市比内町扇田字本道端５－１

就業場所 秋田県大館市

（2月19日2月26日発行

就業時間年齢 賃金 加入保険等 必要な免許資格№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容
採用
人数

[次回3月5日発行予定]

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

お問合せ先  ：　０１８６－４２－２５３１

ご利用時間  ：　午前８時３０分～午後５時１５分

休　　　　 日  ：　土曜・日曜・祝日・年末年始　

ハローワークインターネットサービス

一般；週刊求人情報 

不問正社員以外 180,000円～
220,000円

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

(1)8時30分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

給付
就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


パソコンワープロ可
64歳以下 月給

(2)9時00分～18時00分 パソコン表計算可
秋田県大館市赤館町７－６ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 142,000円～
245,000円

05030-  841911

秋田県大館市川口字下赤石沢１０９番地 雇用期間の定めなし

不問正社員 184,000円～
207,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

05030-  840611

有限会社　佐々木工務店 型枠大工（見習い可） ◆官公庁工事・アパート・マンション等の型
枠大工の作業を現場にて行う
◎現場は、主に大館・県北全域
◎現場までは、会社へ集合してから社用車を
使用し移動します
※型枠大工経験者優遇します
※見習い可

3人

(1)8時00分～17時00分

不問

大型自動車免許
69歳以下 日給

大型特殊自動車免許

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

定年を上限 207,000円～
253,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

不問正社員 140,000円～
150,000円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 月給

パソコン表計算可

05030-  852811

26

有限会社　畠忠機工 一般事務員 ◆当社において、一般事務員として下記の業
務に従事していただきます
・電話、来客対応
・伝票作成、伝票管理、帳簿記帳
・請求書発行、発注業務
・その他、事務所内の清掃等
・パソコン（ワード、エクセル）操作あり

1人

(1)8時00分～17時00分

25

医療法人　光智会 理学療法士　作業療法
士

◆介護老人保健施設大館ひかり苑又は介護老
人保健施設大館園において、施設利用者様に
対するリハビリ業務全般に従事していただき
ます。
Ａターンの方の応募も歓迎します。
※試用期間２ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人
秋田県大館市片山町３－１４－１４ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
正社員以外

秋田県大館市字代野２６３－２ 雇用期間の定めなし

就業場所

理学療法士
不問 月給

作業療法士

不問 206,200円～
244,700円

(1)8時40分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種
59歳以下 日給

秋田県大館市御成町４－８－１３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

24

有限会社　黎明舎種鶏場 孵化業務作業員 ◆雛の孵化及び付随する業務に従事していた
だきます
◎雛にする為の種卵搬入作業
◎孵化した雛の選別
◎孵卵機の清掃
◎雛及び鶏卵の納品
（納品先は主に大館市内、ワンボックス車使

1人

(1)7時00分～16時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 149,600円～
154,000円

05030-  847411就業場所秋田県大館市

不問正社員以外 175,000円～
175,000円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 日給

普通自動車免許ＡＴ

05030-  845211

定年を上限 161,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分

05030-  843711

雇用・労災・
健康・厚生

23

特定非営利活動法人　大館・小坂鉄道
レールバイク

運営スタッフ ◆運営スタッフとして下記の業務に従事して
いただきます
◎レールバイクの準備
◎レールバイクの運営
◎接客応対、電話応対
※雇用期間：令和３年４月１日から令和３年
１１月２０日迄

2人

(1)8時00分～17時00分

22

遠藤林業（株）大館工場 製材工 ◆当社工場内において下記の業務に従事して
頂きます
＊機械操作及び結束作業等の軽作業です
◎経験・資格等は特に問いません
※月平均労働日数は２３日程度となります
※試用期間：３ヶ月間あります

2人
秋田県大館市早口字丸谷地２６－６ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町２－１５－２２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

18

20

19

21

59歳以下 日給

北陽工業　株式会社 現場・工場作業員 ◆当社工場内又は現場において、溶接、切
断、穴あけ等から仕上げ（サンダー掛け）ま
での作業工程に従事していただきます
＊女性の方は工場内作業に従事します
＊建設関連資格ある方優遇します
＊資格のない方でも応募可能です
（資格取得の費用は会社負担）

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 200,000円～
300,000円

05030-  858611

普通自動車免許一種
不問 月給

法令の規定
により年齢
制限がある

正社員 160,000円～
270,000円

雇用・労災・
健康・厚生18歳以上 月給

(2)16時00分～0時00分

05030-  856011

法令の規定
により年齢
制限がある

213,000円～
213,000円

(1)16時00分～1時00分

05010- 3951611

17

（株）文化（Ｂ－ＧＡＬ大館店） ホール・カウンター係 ◆ホール・カウンター係として、下記の業務
に従事します
・カウンターでのお客様への接客サービス
・整理整頓等の店内管理
・その他店内業務全般に従事します
◎３ヶ月間の研修期間がありますので、初心
者の方の応募も歓迎します

1人

(1)8時30分～16時30分

16

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業
所

医薬品製造、検査（１
６時～１時）【大館
市】

医薬品、試薬品の製造や検査を行って頂きま
す。
＊クリーンルーム内作業のため整容検査があ
ります。
（毛髪やペットの毛等混入防止のため）
＊裸眼による製品の目視検査があります。

2人
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグ
ナスビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）
有期雇用派遣労働者

秋田県大館市餌釣字大杉１６７ 雇用期間の定めなし

秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグ
ナスビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） (3)0時00分～9時00分法令の規定

により年齢
制限がある就業場所秋田県大館市

18歳以上 時給
雇用・労災

必要な免許資格

○事務業務に従事していただきます。
・一般事務
・契約書の受付伝票整理、書類のチェック
・電話応対（受注）、パソコンでの伝票入力
・来客対応、電話応対
・商品管理、棚卸業務（月１回程度）
・銀行などの外出業務あり

1人

05010- 4072411

15

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業
所

医薬品製造・検査（交
替制）【大館市】

医薬品、試薬品の製造や検査を行って頂きま
す。
＊クリーンルーム内作業のため整容検査があ
ります。
（毛髪やペットの毛等混入防止のため）
＊裸眼による製品の目視検査があります。

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災

有期雇用派遣労働者

14

株式会社　かんきょう 営業事務員（大館支
店）

213,000円～
213,000円

05010- 3950311

18歳以上 時給
(2)16時00分～1時00分

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容
採用
人数 年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県秋田市土崎港東４丁目６番６１号 雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ
キャリア形

成
正社員 171,905円～

214,541円 拠出
就業場所秋田県大館市

27

株式会社　佐藤乳販 管理職候補【大館セン
ター：総合職】

◆管理業務職：お客様や「ヒト・モノ・カ
ネ」、会社運営に重要な管理業務全般を担う
要職です
◆セールスマネージャー候補：人材育成を行
いながら、自ら営業スタッフとして活躍する
プレイングマネージャー
◆ストアマネージャー候補：１店舗のマネー

1人

(1)8時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県北秋田市脇神字平崎上岱１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 170,000円～
170,000円

05031-  383411

28

株式会社　ユニクロ （障）店舗スタッフ
（イオンタウン大館西
店）

・商品出し
・商品整理
・商品のハンギング
・清掃等
＊チームの一員として報告・連絡・相談がで
きる方
＊明るい笑顔で元気なあいさつができる方

1人

(1)7時30分～14時30分 雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

(2)7時30分～15時30分
山口県山口市佐山１０７１７－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

不問正社員以外 123,120円～
167,832円

35010- 1965211

秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市出川字上野１－１ 雇用期間の定めなし

05030-  859911

有限会社　長走砕石 重機オペレーター及び
大型運転手又は作業員

◆当社において、下記業務に従事していただ
きます
◎重機（バックホー・ホイールローダ）の運
転（主に採石場内）及び大型ダンプトラック
（１０ｔ、１２ｔ）による運搬
◎プラント作業
＊運搬は主に碇ヶ関、大鰐、男鹿方面

1人
秋田県大館市長走字長走３０１－５ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

奥羽エース警備　株式会社 事務員 ◆事務員として下記の業務に従事して頂きま
す　　　　　　
・総務、文書作成、来客・接客応対等
・経理事務（請求関係全般；決まったフォー
ムへ入力）　　
・パソコン操作（ワード、エクセル）業務も
あります　　　

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

就業場所秋田県大館市

05030-  849311


